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栗東市⾼齢者福祉施策

栗東市役所 ⻑寿福祉課 ⾼齢福祉係

〜認知症の⼈と家族を⽀えるサービス〜
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①⽼⼈クラブ補助事業
②敬⽼祝⾦⽀給事業
③⽼⼈保護措置事業
④介護予防・⽣活⽀援事業
・福祉タクシー運賃助成
・買物等在宅⽀援サービス協⼒事業者
・⽇常⽣活⽤具給付事業
⑤家族介護継続⽀援事業
・⾏⽅不明⾼齢者SOSネットワーク
・認知症⾼齢者事前登録
・徘徊⾼齢者家族⽀援サービス事業
・⾼齢者の⾏⽅不明対応

⾼齢福祉係の業務
⑥権利擁護事業
・成年後⾒制度利⽤促進事業
・⾼齢者虐待に係る対応
⑦すこやか住まい助成事業
⑧栗東市⾼齢者福祉計画・介護保険事業
計画
⑨いきいき活動ポイント事業
⑩配⾷サービス事業
⑪⽣活援助員設置事業
⑫緊急通報システム設置事業
⑬紙おむつ助成事業
⑭地域ケア会議推進事業 など
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①⾏⽅不明⾼齢者ＳＯＳネットワーク

②認知症⾼齢者事前登録制度

③徘徊⾼齢者家族⽀援サービス事業
（⾼齢者等位置検索⽤端末機貸与︓ＧＰＳ）

家族介護継続⽀援事業
認知症の⼈と家族を⽀えるサービス

3

3

⾏⽅不明の対象者

①６５歳以上の者で、認知症等により徘徊のおそれの
あるもの

②４０歳以上６５歳未満の者で、⾝体上または精神上
の障害が加齢に伴って⽣じる⼼⾝の変化に起因する疾
病により徘徊のおそれがあり、栗東市認知症⾼齢者等
事前登録事業の登録を⾏っているもの
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令和２年度 市内の⾏⽅不明者数
年齢 ⾏⽅不明

歴 住まい 事前
登録

GPS等の
機器

要介護
認定状況

認知症の
有無

８０代 有 ⾃宅 有 無 要介護１ 有

６０代 無 ⾃宅 無 無 不明

８０代 有 ⾃宅 無 無 要介護１ 有

７０代 有 ⾃宅 無 無 要介護２ 有
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⾏⽅不明⾼齢者ＳＯＳネットワーク
●内容
警察だけでなく、地域の関連団体などが協⼒して、認
知症などにより⾼齢者が道に迷った時にできるだけ早
く⾃宅に帰れるように地域で⾒守ったり、⾏⽅不明に
なった時にすみやかに発⾒保護する取組みです。
●現在、７７の事業者が登録しています。
認知症⾼齢者が⾏⽅不明になった時、協⼒企業などは、
通常業務の範囲内で⾏⽅不明⾼齢者を発⾒した場合、
市や警察に発⾒の情報を提供します。
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⾏⽅不明⾼齢者ＳＯＳネットワーク
●⾏⽅不明⾼齢者ＳＯＳネットワーク協⼒企業⼀覧
【認知症サポーター養成講座受講事業所「認知症の⼈にやさしい店」
⼜は 滋賀県や栗東市との包括協定締結事業所】26事業所（順不同）

・健すこやか接⾻院・針灸院
・からだ元気治療院 ⼼陽守⼭店
・（株）セブン－イレブン・ジャパン

セブンーイレブン 栗東綣店
セブンーイレブン 栗東駅前店
セブンーイレブン 栗東中沢店
セブンーイレブン 栗東⼯業団地店
セブンーイレブン 栗東上鈎南店
セブンーイレブン 栗東中央店
セブンーイレブン 栗東出庭店
セブンーイレブン 栗東宅屋店
セブンーイレブン 栗東林⻄店
セブンーイレブン 栗東⼩野店
セブンーイレブン 栗東⾦勝店

・㈱滋賀銀⾏栗東⽀店
・滋賀第⼀交通㈱
・アルフレッサ㈱滋賀事業所
・布⻲㈱
・栗東郵便局
・治⽥郵便局
・⾦勝郵便局
・⼤宝郵便局
・栗東⾼野郵便局
・㈱スター 移動スーパーとくし丸
・関⻄アーバン銀⾏栗東⽀店
・第⼀⽣命保険株式会社 滋賀⽀社
・株式会社ケーエスケー
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⾏⽅不明⾼齢者ＳＯＳネットワーク
●⾏⽅不明⾼齢者ＳＯＳネットワーク協⼒企業⼀覧

【介護サービス事業所】 51事業所（順不同）

・あすなろ居宅介護⽀援事業所
・こびらい⽣協診療所居宅介護⽀援事業所
・⽥中ケアサービス㈱栗東⽀援センター
・⼋起会栗東居宅介護⽀援事業所
・眞下胃腸科医院居宅介護⽀援事業所
・居宅介護⽀援事業所ゆたか
・らっくケアプランセンター
・済⽣会居宅介護⽀援事業所栗東
・栗東市社会福祉協議会居宅介護⽀援事業所
・居宅介護⽀援事業所東和ケア
・居宅介護⽀援事業所栗東すみれ園
・ケアプランセンターあかり
・ケアプランセンター阿吽ケア栗東
・済⽣会訪問介護センターなでしこ
・⽥中ケアサービス㈱栗東⽀援センター
・ヘルパーステーション阿吽ケア栗東

・ヘルパーステーションなないろ
・栗東市訪問介護事業所
・東和訪問介護ステーション
・リーガルヘルスケア 栗東
・済⽣会訪問看護ステーション
・訪問看護ステーションなないろ
・栗東市訪問看護ステーション
・ナースステーション阿吽ケア栗東
・介護⽼⼈保健施設 ケアポート栗東
・デイサービス すずらんの郷
・デイサービス華
・デイサービスセンター悠々
・デイサービスらっく⼩柿
・デイサービスらっく安養寺
・通所介護事業所 なごやか
・通所介護事業所 ゆうあい
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⾏⽅不明⾼齢者ＳＯＳネットワーク
●⾏⽅不明⾼齢者ＳＯＳネットワーク協⼒企業⼀覧

・NPO法⼈ ほのぼのハウスまあるい
・通所介護事業所 やすらぎ
・栗東デイサービスセンター
・栗東リハビリテーションゆたか
・デイサービス阿吽ケア栗東
・⼩規模デイサービス阿吽ケア
・デイサービス⾚とんぼ
・デイサービスリハビリサポート結
・東和デイサービス野尻の家
・通所リハビリテーションケアポート栗東
・通所リハビリテーションひまわり
・淡海荘ショートステイ
・ケアポート栗東ショートステイ
・ショートステイ栗東すみれ園
・またあした 栗東
・東和デイサービス⼤宝の家

・デイサービス栗東すみれ園
・訪問リハビリ あすた
・特別養護⽼⼈ホーム治⽥の⾥ショートステイ

【介護サービス事業所】 51事業所（順不同）
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認知症⾼齢者事前登録制度

●内容
認知症などにより道に迷うおそれのある⽅について、
家族等の申請により登録した情報を
①草津警察署
②担当の地域包括⽀援センター
③担当⺠⽣委員（申請者が希望された場合に限る）
と共有することにより、
早期に⾏⽅不明者の発⾒保護を図ります。
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認知症⾼齢者事前登録制度
●対象者
①６５歳以上で在宅で⽣活し、
認知症等により道に迷うおそれのある⽅

②４０歳以上６５歳未満で在宅で⽣活し、
⾝体上⼜は精神上の障がいが加齢に伴って⽣じる
⼼⾝の変化に起因する疾病により道に迷うおそれのある⽅
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●登録時
登録番号が書かれた反射シー
ルを20枚お渡ししますので、
所持品に貼っておくことがで
きます。

認知症⾼齢者事前登録制度
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認知症⾼齢者事前登録制度

●登録者数・・・１１８名 （R3.10.1現在）

（圏域別）
・栗東 ４２名
・栗東⻄ ４４名
・葉⼭ ３２名
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認知症⾼齢者事前登録制度

●申請⽅法

①申請書
②顔写真
③全⾝写真

上記３点を、⻑寿福祉課⾼齢福祉係または
地域包括⽀援センターへご提出下さい。
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徘徊⾼齢者家族⽀援サービス事業
（⾼齢者等位置検索⽤端末貸与）

●事業内容
対象者が外出して⾏⽅が分からなくなった時、
携帯⽤端末機（ＧＰＳ）を利⽤した
位置検索システムにより所在を確認し、
位置情報を把握することができます。
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徘徊⾼齢者家族⽀援サービス事業
（⾼齢者等位置検索⽤端末貸与）

●対象者
要介護及び要⽀援の認定を受けた者
⼜はこれらに相当すると判断する者で、
認知症等により⾏⽅不明になるおそれがある
おおむね６５歳以上の者
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徘徊⾼齢者家族⽀援サービス事業
（⾼齢者等位置検索⽤端末貸与）

●費⽤
初期費⽤は市で負担し、携帯⽤端末機を貸与します。

★利⽤者負担
⽉額５５０円（税込み）
位置情報検索２２０円（１回税込み）
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徘徊⾼齢者家族⽀援サービス事業
（⾼齢者等位置検索⽤端末貸与）

●仕様
サイズ︓タテ ７９㎜

ヨコ ４３㎜
厚さ ２２．５㎜

重 さ︓５３ｇ（バッテリー含む）
連続動作時間︓最⼤２４０時間

連続動作時間は天候や使⽤状況
によって⼤きく変わります
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⾏⽅不明対応の実際の流れ
①家族や⽀援者が⾼齢者の⾏⽅不明に気づき、
市へ通報

居ない︕︕
19

19

②市が通報を受信する

⾏⽅不明発⽣時の流れ

・⾏⽅不明者の住所、⽒名、性別、⽣年⽉⽇
・所在が確認できなくなった時間や場所、服装
・認知症⾼齢者等事前登録の有無
・警察署への⾏⽅不明届（捜索願）の届け出有無
⇒未提出の場合は促し
・通報者、家族の連絡先

など、その時点でわかっている情報を聞き取ります。
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⾏⽅不明者の情報は、市⻑まで報告し
ます。
新たな情報はその都度共有し、対応に
ついて話し合います。
⾏⽅不明対応は⾼齢者の命に係わる重
⼤な案件であり、スピーディな対応を
⼼がけています。

⾏⽅不明発⽣時の流れ
③庁舎内で情報共有、対応⽅針について協議
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⾏⽅不明発⽣時の流れ
④初動調査（⾃宅へ出向き、聞き取り）

ご本⼈が⾏きそう
な場所など、⼼当
たりはありません
か︖

以前も⾏⽅不明になったこ
とがあって、○○で⾒つけ
たことがあります。
名前は⾔えますが、住所や
電話番号は⾔えません…

どこまで情報公開
を望みますか︖
捜索はどうしま
しょうか︖

何としても⾒つかってほし
いです。ＳＯＳネットワー
クや他市への情報提供も希
望します。
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・市役所関係機関
・救急指定病院、湖南消防
・⾏⽅不明⾼齢者ＳＯＳネットワーク事業所
・庁舎等への掲⽰による不特定多数への公表
・防災無線、登録者へのメール配信
・市ホームページ、フェイスブック
・報道機関への資料提供
・他市への情報公開

⾏⽅不明発⽣時の流れ
⑤情報提供による捜査協⼒

取り扱いは慎重に︕
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場合によって、実施することもあります。
地元⾃治会の集会所などに捜索本部を設
置し、市職員や消防団で⾏⽅不明者の捜
索にあたります。

⾏⽅不明発⽣時の流れ
⑥公開捜索等
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⇒対応記録を作成し、市⻑まで回覧

⾏⽅不明発⽣時の流れ
⑦事後フォロー

・認知症専⾨医、かかりつけ医への相談
・⾼齢者サービス（ＧＰＳ、事前登録）利⽤
・介護サービス（デイサービスやセンサー
マットなどの福祉⽤具など）利⽤

など…
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権利擁護事業について
権利擁護とは…
誰もが⽣まれながらにして持っている当たり前の権利

を、護り、⽀えること。
認知症⾼齢者個⼈の“そのひとらしさ“に寄り添って、

⾃⼰決定を⽀援すること。

⇒成年後⾒制度利⽤促進事業、⾼齢者虐待に係る対応
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権利擁護事業（成年後⾒制度）

成年後⾒制度とは…
知的障がいや精神障がい、認知症などにより判断能

⼒が不⼗分となることによって、財産侵害を受けたり、
⼈間としての尊厳が損なわれたりしないように、法律
⾯や精神⾯で本⼈を保護、⽀援する⾝近な制度。
法定後⾒制度と任意後⾒制度の２つがある。

27
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法定後⾒の３つの類型について
後⾒…判断能⼒を⽋く状態にある⼈
補佐…判断能⼒が著しく不⼗分な⼈
補助…判断能⼒の不⼗分な⼈

⇒本⼈の判断能⼒の程度に応じ、どれかに区分される

権利擁護事業（成年後⾒制度）
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誰が申⽴⼈になれる︖

・本⼈
・配偶者
・四親等内の親族
・市町村⻑（市⻑申⽴）

権利擁護事業（成年後⾒制度）
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29

権利擁護事業（認知症と虐待）
認知症の進⾏などにより家族の介護負担が増すことで、
虐待のリスクが⾼まります。

⇓
⼤事なことは、
“本⼈と家族を孤⽴させない”“⽀援者も孤⽴しない” こと。
⾼齢者と家族全体の権利擁護について、みんなで共有し
ましょう。
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みんなで⽀える認知症
＜地域包括⽀援センター＞

栗東 ☎ ５５８－６９７９
栗東⻄ ☎ ５８４－４１２１
葉⼭ ☎ ５５２－５２８０

＜⻑寿福祉課＞
⾼齢福祉係 ☎ ５５１－１９４０
地域⽀援係 ☎ ５５１－０１９８

ご清聴、ありがとうございました☺
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